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交通容量とサービスの質に関する第６回国際シンポジウムに参加して
武本

東＊

ル、スペイン（発表順）の９カ国からの発表がありまし

１．はじめに

た。このうち、米国からは、主として HCM2010の概
2011年６月28日
（火）から30日（木）にかけ、交通容量

要報告が行われ、その他の８カ国からは、交通容量と

th

サービスの質に関する研究及び実務の動向が発表され

International Symposium on Highway Capacity and

ました。報告された内容の一部抜粋を写真３～６及び

Quality of Service）が、TRB（米国交通運輸研究会議）

表－２に示します。

とサービスの質に関する第６回国際シンポジウム（6

の委員会である AHB40（交通容量とサービスの質）委
員会の主催により、スウェーデンのストックホルム市
で開催されました
（写真－１）。本シンポジウムは、様々
な道路交通システムにおけるその交通容量を評価する
ための新しい見識や手法、効果的な交通施策のあり方
を議論する場として、これまでに５回行われてきまし
た
（表－１）
。今回は、H C M（H ig h w a y C a p a ci ty
Manual：交通容量マニュアル）の2010年版の出版を受
け、その内容の紹介とともに、HCM の更なる発展に
向けたより幅広いテーマでの議論が行われました。23
カ国から110名以上の研究者や実務者が参加し、初日
にオープニングセッションと９カ国からカントリーレ

写真－１

会場のヒルトンホテルスラッセン

ポートの報告がなされるとともに、その後２日間のテ
クニカルセッションが行われました。
日本からは、５つの大学、寒地土木研究所、２つの
民間企業から計11人の研究者、技術者が参加しました。
寒地土木研究所からは寒地交通チームの武本が参加し
ましたので報告します。
２．オープニングセッションとカントリーレポート

表－１

本シンポジウムの開催履歴
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初日は、オープニングセッションとカントリーレポ
ートの発表が行われました。オープニングセッション
で は、KTH（ 王 立 科 学 技 術 研 究 所 ）の Haris
Koutsopoulos 教 授 が 司 会 を 務 め、AHB40委 員 長 の
Lily Elefteriadou 氏
（フロリダ大学教授）、ストックホ
ル ム 市 の Ulla Hamilton 副 市 長、STA（Swedish
Transport Administration：スウェーデン運輸局）の
Lena Erixon 副局長からの講演がありました
（写真－
２）
カントリーレポートでは、米国、スウェーデン、デ
ンマーク、ドイツ、日本、中国、マレーシア、ブラジ
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写真－２ オープニングセッションの様子（左から、
Lily Elefteriadou 教授、Ulla Hamilton 副市長、
Lena Erixon 副局長、Haris Koutsopoulos 教授）
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写真－３は、スウェーデンの規制速度の変更を説明
している時のスライドです。これまで、50，70，90，
110km/h であった規制速度区分を40，60，80，100，
120km/h に見直す予定であることと、これに伴い、
規制速度80km/h 以上かつ日交通量4,000台 / 日以上の
全区間で、中央分離帯を設置することを目標としてい
ることについて報告がありました。
写真－４は、ドイツ版の HCM における郊外部道路
の階層区分を説明しているスライドです。階層区分は、
「２＋１車線」＋分離有り、
「２＋１車線」＋分離無し、
「２車線」の３種類とし、サービス水準は、車線毎の
交通密度により６段階に分類して評価することについ
て説明がありました。

写真－４

ドイツの郊外部道路の横断面構成とサービ
ス水準

写真－５

長野県飯田市のラウンドアバウト社会実験

日本からは、名古屋大学の中村英樹教授が、日本の
高速道路や一般国道を対象とした交通容量に関する近
年の研究成果を報告するとともに、国内初となるラウ
ンドアバウト社会実験を長野県飯田市で実施したこと
について報告されました（写真－５）
。
写真－６は、ブラジルの郊外部幹線道路の走行状況
を撮影したスライドです。ブラジルでは、貨物車の交
通量が多く、それによる全体の走行速度の低下が大き
いことから、乗用車と貨物車の規制速度や車線利用方
法を変更したことについて紹介がありました。
３．テクニカルセッション
（１）武本の発表セッション
テクニカルセッションは、２日目と３日目に５つの
会場を使って行われました。テーマには、高速道路、
国道、都市幹線道路、信号交差点、優先交差点、交通
流理論等があり、計60本の論文発表が行われました。

写真－６ ブラジルの郊外部幹線道路
（貨物車は路肩及び第１車線を利用）
写真－３
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スウェーデンの速度規制の変化
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２日目の午後に、寒地交通チームの武本が「Analysis
on Rural Highway Design using Traffic MicroSimulation in Cold Regions（寒地における交通流ミ
クロシミュレーションを活用した地方部道路設計の分
析）
」
と題し、
発表を行いました（写真－７）。本論文は、
積雪寒冷地に「２＋１車線」道路を導入した場合の効
果を交通流シミュレーションの感度分析結果から論じ
たものです。２車線道路と「２＋１車線」道路各々に
おける乾燥路面時と圧雪路面時の平均旅行速度、追従
車両率、追従車両密度を試算し、積雪寒冷地で望まし
い「２＋１車線」道路の設置間隔を提案しました。
座長であるマドリッド工業大学の Manuel Romana

写真－７

教授からは、冬期の追従車両の設定方法について質問

武本の発表

を 受 け ま し た。 ノ ル ウ ェ ー 科 学 技 術 大 学 の Arvid
Aakre 准教授とは、日本とノルウェーの積雪期にお
ける運転行動の違いについてコメントを頂くととも
に、セッション後、ラウンドアバウトについて意見交換
を行い、
「ノルウェーでは、ラウンドアバウトが数多く
設置されているが、冬期の除雪やスリップは問題にな
っていない」
旨について説明を受けました（写真－８）。
（２）その他聴講したセッション
２日目に行われた優先交差点のセッションでは、多
くの発表がラウンドアバウトに関する内容でした。午
前 中 の セッションでは、オーストラリア の Rahmi
Akcelik 氏が、ラウンドアバウトへの信号機の導入に
ついて発表しました。この発表では、SIDRA INTERSECTION というシミュレーションソフトを用いて、
ラウンドアバウトに信号機を設置した場合の効果を分

写真－８

ノルウェー科学技術大学 Arvid Aakre 准教
授と意見交換を行う武本

能が向上することが示されました。

析し、交通状況及び信号サイクル長によっては、信号

午後のセッションでは、VTI（スウェーデン道路交

機を設置したほうが信号機なしの現況より交差点の性

通研究所）の Johan Olstam 氏による横断歩行者を考
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慮したラウンドアバウトの交通解析に関する発表があ

５．おわりに

りました。この発表は、スウェーデンの２箇所のラウ
ンドアバウトの現地調査結果をもとに、横断歩行者 /

今回の国際シンポジウム出席を通じて、各国の研究

自転車の交通量がラウンドアバウトの交通容量にどの

者と意見を交わすことができました。特に、北欧諸国

程度影響するかを Capcal という交通解析モデルを用

で冬期の交通問題を対象とした研究者が多く参加して

いて論じたものです。歩行者 / 自転車交通により、ラ

おり、共通の問題について情報交換ができる貴重な機

ウンドアバウトの交通容量が約18% 低下する箇所が

会となりました。また、2009年に札幌でラウンドアバ

あったものの、今後、よりデータ数を蓄積して分析を

ウトの講演１）を頂いたドイツのルール大学ボーフムの

行う必要があるとのことでした。

ブリロン名誉教授や、毎年米国で開催される TRB 年

３日目には、カリフォルニア大学の Eleni Christofa

次総会２）にて意見交換をさせて頂くブリガムヤング大

氏が、イスタンブールの都市幹線道路の交通流に天候

学の斉藤教授とも再会することができました。今回の

が与える影響について発表しました。この発表は、都

発表や意見交換で得られた成果を今後の研究に活用し

市幹線道路の２箇所の橋梁区間において、交通管制セ

たいと思います。

ンターが取得している様々な天候及び路面状態での速
度と交通量のデータを分析し、HCM で示されている
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市内には、自転車道が整備されている区間が多く、
シンポジウム会場の近くには、自転車専用の信号機が
目につきました
（写真－９）。自転車交通が非常に多い
印象を受けましたが、自転車道が整備されている区間
では、歩道や車道を走行する自転車はなく、走行マナ
ーが良いと感じました。

写真－９
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市内の自転車道と自転車用信号機（赤信号
の上に自転車のサインがある信号機）
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